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大和川付替とその影響

宮本 常

(1) 

日本における開拓の歴史をしらべていると，治水の問題が実l乙大きくうかびあがっ

ている。河川沿岸の低湿地席の開拓は治水事業が一応成功してから盛になったと言っ

ていい。と同時に，それ以後河川利用の濯減も発達して来るのである。

とこには宝永元年（1704）における大和川付替と， それによってもたらされた大阪

平野の変貌について見てゆきたい。大阪平野の村々をあるいて旧家の古文書をあさっ

ていると，必ずといっていいほど大和川付替関係の古文書を蔵している。これが如何

に大きな問題をはらみ，また大事業であったかを知る事ができる。

大和川は大和盆地の水をあつめて，王寺・河内国分間で金剛生駒山脈をよこぎり大

阪平野に出る。そして南から来た石川！と合流して柏原町より河内の野を北流し，大阪

城の北で淀川に合していたのであるが，その関，柏原の北で二つにわかれ，西北l乙流

れるのを長瀬JIIとも久宝！｜！ともよぴ，これが本流で、あった。今一つは生駒山麓を北流

し玉櫛川とよばれたが，このJI!は更に吉田村で吉田JI！と菱江川に分れた。乙れらのJI!

は大和盆地から押し出す土砂のために次第に川床が高くなり，柏原から三四里のJI!下

までは水田面よりはるかに高い所を水がながれていたが，そこから下はまた低湿地に

なっていて，深野 ・新開の二つの池がなろんでいた。この池：こは北から来た寝屋川の

水もおちていて出水期になると方々の水が一所にもみあい逆流現象をおこすばかりで

なく，水位が本田よりー丈以上も高くなる有様であった。

しかも江戸時代に入って洪水が祖つぎ，記録にあきらかなものでも元和6年（1620)

から貞享3年（1686）までの67年間に 114の堤防決潰を見ている。 6年に 1回の割合

で、水害を見たわけであるが，原因は柏原附近の川床がし、ちじるしく高くなっている事

と，そこで南から来た石川の水をあわせ，東からjじに流れの方向をかえなけれ｛まなら

ない事にあった。したがって決潰のもっとも多かったのは柏原附近で・あった。

度重なる水害をふせぐには大和川の水路をかえて堺の海：二そそがしめる以外に方法

はないと考えたのは摂津閥郡鷹合村の農民仁右衛門で，明！醤年中（1655～1658)I漢額

書を代官所に差出し， もしこれが実現するならば耕地5000丁歩，米12万石の増収を得

られるだろうとといた。しかし地元農民の反対にあって白的をはたきず，幕府に訴え

ようとして捕えられ，牢J試につながれること 2年におよび，ゆるされてかえった後も

村人のいれるところとならず，ついに依羅池に身を投じて死んだ。そのためこの池を
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仁右衛門池ともよんでいる。鷹合村は必ずしも水害をこうむる地ではなかったが，仁

右衛門には経世の才があり，この事に気付いたのである。そしてこの志は度重なる水

害になやむ，大和川下流の人々によってうけつがれた。一方幕府も堤防の修理をおこ

ない，当面の問題を糊塗しようとしたが，それで根本問題は解決せず，深野池の東南

関，吉田川を少しさかのぼった所にある今米村の川中九兵衛と，その近くの芝村の人

乙川三郎兵衛の二人は大和川付替以外に水害からのがれる途はないとL、う仁右衛門の

考えをうけつぎ，寛文の頃（1661～1673）から同志の者とその運動を展開し，天和3

年（1683）には幕府の役人稲葉石見守，彦坂萱岐守，大岡備前守らの巡見を見るまで

になった。この一行lとは河村瑞軒もしたがっていたといわれ，瑞軒は新川付替に反対

であったとったえられている。しかし，付替予定地に務示杭をうち乙むまでにこぎつ

けたのである。ところがJI［床となる村々の大反対があり，のびのびになっていった。

そこで貞享3年の大水害の翌年たまりかねた2人は江戸へ請願に出た。大和川付替

というのは，この川がもっとも決潰しやすい柏原付近から西へまっすぐに河内平野を

横切って浅香山台地をきりひらき，堺と住吉の闘の海へ水をおとそうとするものであ

る。そ ζには多くの村があり水田がひらけているから，この請願がたやすく遥せられ

るものでないことは言うまでもない。まずそのためには付替を希望する村の数が出来

るだけ多い事が条件になるので，利害をーにする村々の庄屋の諒解を得て署名をもと

め，その数ば68ヵ村lとおよんTごが，そこにはいささか不正があったらしい。ところが

不幸にして九兵衛は旅先で病みついて，ついにたおれ，三郎兵衛は請願の印判l乙偽の

ゐる事を発見されて責任をとわれ，帰郷の後狭山池lこ身を投じて死んだ。

ついでまた元禄2年 (1689）九兵衛の子太兵衛らによって請願されたが成功せず，

さらに元枝13年（1700）にも江戸へ出ているが，この時太兵衛もまた病を得て死んで

いる。そこで太兵衛の弟善右衛門があとをつぎ，またその弟で中家をついだ甚兵衛（醤

助ともいう）が兄をたすけ，実質的は全く中心になって運動促進：と努力するのである。

ではなぜこの請願が容易にいれられなかったかというに，新川床となる村々は一応

生活も安定し，生産の高い村々である。洪水もなければ，濯？既用水も狭山池の水を得

て，この平野の中ではもっとも条件のょいところである。そういうと乙ろへ新川がつ

けられる事は迷惑のいたりである。その言い分をきいて見ると，「いままで流れている

大和JIは自然のIllで碩々に流れ下っているが， JII違になる新！｜｜の川床は柏原から住吉

の手水橋までの3里半の問，土地にずいぶん高下がある。その上，J/Iの左岸になるとこ

ろは丘凌になっているが新川ができでは悪水のはけ場もなくなる。その上，舟橋 ・北

条・大井 ・沼・太田 ・若林 ・川辺 ・城蓮寺・池之内 ・芝・油上の11カ村は水底になり，

住民は新しい土地をもとめて退転しなければならなL、。また新JIIから北の村々は狭山

池をはじめ，その外の溜池で水田をうるおしていたが，新川ができると水がひけなく

なる。その上大和川や石川筋では，いままで渇水期になると瀬掘といって川すじをほ
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り砂からわく水をとっていたが，新大和川のためにその水がなくなるであろう。しか

も大和川筋には溜池というものがないのだから，瀬掘の水すらなくなれば，皐損が大き

く1万石について 3000石は損失をおこすであろう。さてその上，古川床は左右の田地

よりも平均7～8尺高く，それか荒砂地になっているから，ひらいて見ても立毛は十分

にできないであろう。一方深野や新開の溜水も日照の時には用水としてくみあげてい

るのだから，単なる空地ということはできない。これらの事から考えて，川の境を高

くさえすれば，川すじは現状のままでよいではないか。ことに大和川 ・了意川は物資

運搬の水路として実に重要な役割をはたしている。大阪から淫ふ、ものとしては糟鰯 ・

材木をはじめいろいろのものがあり，また大和河内からは竹木を筏｛こして下し，米麦

のような俵物も川舟を利用して大阪へおくっている。ところが川違になると，水不足

して舟も十分かよわなくなるであろう。そのため剣先船 ・柏原船など400綬あまりの

船で運送している船頭船持はじめ数千人の者が難儀するようになり，大反天i誌の潟人

までが迷惑するであろう。また，住吉の手水橋lま紀州街道にあたっており，瓜破村の

筋は高野街道になっている。柏原表の河辺村は大阪から伊賀伊勢大和への往還でもあ

る。これらの道は大雨のたびに往来をはばまれるであろう。 IfIの勾配も 1丁に4寸は

下るつもりにしないと水がはけないであろうが狭山東IfIから西は次第に高くなってお

り，瓜破村杉本村山之内村遠里小野村の隠は 4～5丈もほりさげねばならないであろ

う」というのである。そしていままでうつである筋示杭をぬいてもらいたいと嘆願し

ている。この主張l亡くみする村々は29ヵ村におよんだ。そしてこの反対運動も燥烈を

きわめたから，川下の村々も一時は久宝寺川にそうた会津村西村から放出村まで12町

のあいだに新IfIをほって久宝寺川と水を別々にながし，鳴野で久宝寺川におちるよう

に普請してもらいたいとはなはだしく譲歩した願出を出している。

ところが，大和川付替の熱心な支持者があらわれた。それは大阪町奉行の下で代官

をしていた万年長十郎である。長十郎は熱心な新田開発論者であり，大阪淀川口tc多

くの新田を町人諸負によってひらかしめていた。市岡 ・津守 ・泉尾・春日出 ・中島 ・

出来島 ・西島 ・酉島 ・恩貴島 ・西野 ・百島 .i青島の諸新田が乙れで，石高にして4000

石にのぼり，面積一方里をこえるもので，元禄11年頃にはいずれも完成を見，同15年

には検地をうけている。長十郎はこのすばらしい土地造成にすくなからぬ情熱をおぼ

えていたので，深野，新開両池の水田化も大和川付替によってきわめて容易にできる

事を見通し，中甚兵衛らの諮願をいれて実現にのり出すのである。そしてついに川口

新田検地の翌年，すなわち元稜16年10月28日ついに大和川付替の決議がなされ，新川

普請手伝として姫路城主本多忠国，新川掘奉行として大久保甚兵衛，伏見主水が任命

せられ，元禄17年2月大阪に到着し，河内柏原村i乙本拠をおいた。万年長十郎もまた

大阪から ζこにうつり，まず本多忠固によって鍬初式をおこない，新川筋の勝示杭を

あらたにたてなおした。ところが3月本多忠国は本営で病にかかり，ついに長逝した
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ため，かわって九鬼大和守（三回） ・松平左兵衛佐（明石）・ 植村右衛門佐（高取）・

織田山城守（柏原）の各大名が普請手伝となって普請をひきうける事となった。

その関，川敷となる場所の農民はそれぞれ移住を命ぜられたのであるが，そのうち

川辺村の例を見ると，立退きを命ぜられた屋敷25，面積7反7畝25歩，田畑8丁9反

.27歩であった。 これらの中には庄屋級の屋敷l反4畝24歩の喜左衛門のような地主層，

中農層11芦，他は貧農であった。これらは周囲の村lこ移ったものもあったが，そこか

ら西方三里ばかりのと ころにある信太山丘陵に移った者もすくなくなかった。そこは

7jぐことll'しく，機土から成っている丘陵で，耕作に適しているとは思えなかったが，

大した補償も うけずして移住を余儀なく されたのである。 こうした部落が20近く もあ

ったわけで，付替反対の代表の 1人であった弓削の庄屋小枝氏は責任をおうて自殺し

たのである。土地の人々はこの庄屋のために，いまも盆踊を供養している。

さて新JI／の計画について見る と， 堤の高さ 3間，長さは舟橋村から川口の安立町ま

で131間で， Jll床は 1丁につき 4寸の勾配を基準にした。そして川敷となる地帯の綿

密な測量をおこなって地図をつくり，10丁毎に大星を一つ，1丁毎l乙小星を一つつけ，

ー聞を五分：乙縮少した約 125分1の大地図をつくりあげ，これに工事上の注意すべき

ことを各地点において書きこんだ。その大抗14本の間の地形の高下について見ると次

のようになっている。

杭番号 地形高下ノ見積 村名

尺寸分

1 6.25 舟橋村

11 15.55 大井村

21 15.61 沼村

31 18.01 津堂太田

41 22.11 若林

51 23.05 大堀川辺

61 25.51 東瓜破

71 26.96 西瓜破

81 35.37 住道村

91 41.12 庭井村

101 45.37 小花田村

111 48.06 浅香山

121 62.22 

131 66.43 安立町

地形高下というのは地面から川床までの晋で，81番抗から急re数字が治大するのは，

そこから丘陵をきりぬけなければならぬためである。
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この川幅は 100問， 堤防は所によって幅をかえた。舟橋村の左岸のとときは堤根が

26聞もあったのは，大和盆地から押し出された水がここにぶつつかるので，定をとく

に丈夫にしなければならなかったからである。 しかし他の部分は大体根置が13閲乃至

15閲堤高1間半乃至3問。すなわち地面の低くなっているところは堤を高くし，地面

の高いと乙ろは堤を低くして地面を掘込むようにした。そして堤の上辺は水平である

ようにしたのである。馬路は二間幅であった。

さらに工事の内容について見るに舟橋村からJII辺村までの2500関は堤を築くのが主

で10万立坪の土を動かさねばならない。これには 1立坪に4人かかるとして40万人の

入手を要するわけである。ところが川辺村から瓜破にかけては堤をきづくだけでな く

床土も掘らねばならぬので，700間ほどの間で8万立坪あまりの土を動かすことにな

りー立坪七人を要すると見て59万人あまりを要する事になる。瓜破から味右衛門池ま

での2700間も平坦地で，乙れは工事も一番簡単であったが， 浅香山掘割は長さ 300間

IC::対して86250立坪， 長さ 1関につき 280立坪の土を取のぞかねばならぬ。しかも1

立坪lこ9人を要すると見られるから776250人の労力を必要とすることになる。

その外の工事を含めて労力2,145,235人の労力を必要とし，1人1匁5分の賃を支

払うとして銀3217貫852匁5分となる。また川敷としてつぶれる土地は338丁4反と見

こまれた。 ただし，この計算はあらましのもので，別に総人足2,445,655人， 代銀3668

貫482匁5分とうい数字を出したものもある。

当時としてはこの工事がまったく人力のみによってなされ， 1主大な土がすべてモツ

コによって人の肩ではこばれたので、ある。しかもヱ事は順調にすすみ，8月には新川

の堺のと乙ろへ橋をかけ，大阪と大和をむすぶ道をつなぎ大和橋と名づけた。さらに

10月13日にはついに川口までの工事を完j戎して，大和川の水は堺の海に流れ出るにい

たった。その間3月13日lこ元稔17年は宝永元年と改元され，したがって完成は宝永元

年10月13白ということになる。 工事をおえる と武士はいずれも江戸へ引あげたが，大

久保甚兵衛は功によって大阪町奉行に任ぜられた。

( 2) 

中甚兵衛らの念願によって大和川はつけかえられ，河内平野の南部はながく水害か

らまぬかれる 乙とになったが，さて一本の川のつけかえはただそれだけの変化をもた

らしたにすぎなかったのであろうか。

その変貌について見てゆきたいc 川のつけかえがあってわずか2年河内東南部の村

々では肥料の値上りがまずおこって来た。というのは久宝守＇JII C長瀬JII）の水量がへ

ったために飯先船の航行が困難になって来，輸送能力がL、らじるしくおちて来たので、

ある。そのため肥料の入手が困難になった：まかりでなく， 運賃も高くなって来た。運

搬に要する日数がいちじるしく長くなって来たからである。たまりかねた百姓たちは
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連合して大阪町奉行所へ船持問屋を訴えて出たが，別lこ船方がなまけているわけでは

ない。しかも宝永2年（1705）から自に見えて肥荷物がへり，油粕 ・干鰯ともに十分

でないので稲作 ・木綿作ともに思うほどの収穫をあげる事ができなかった。これでは

ならぬと牛馬の背をかりで陵路を40万駄も運んたきが，この方は運賃が高くついてどう

にもならない。その上これだけではなお十分でないので大和河内の百姓の生計は急に

苦しくなりはじめた。「これではどうにもならなL、から川筋を普請して船が自由に通

れるようにしていただきたい，同時に運賃もさげていただきたL、」と懇願したが，き

き入れられたか否かは明かでない。

一方新大和JIIのJII口にのぞむ事になった堺では，新川を利用して肥料を河内へ運ぶ

ために 100鰻あまりの叙先船をつくって営業をはじめた。ところが川床があさい上に

流E告が定まらず，船の運航には多くの不便があって，古川筋ほどの成績はあがらなか

った。しかも古川筋の輸送力志おちてしまったのだから肥荷物輸送は漸く大きな問題

となって来た。

そればか りでなく，古川筋でも耕作用の水に困りはじめたのである。宝永7年（1710)

古大和川跡用水掛り67ヵ村のうち水下16ヵ村は水上51ヵ村を相手にして訴訟をおこし

た。大和川付替について古大和川は用水取がなかったので67ヵ村が立会の上柏原の築

留提に伏樋をして水をわけ3里の間水をわけることにし，水の分け方も不同のないよ

うにと申しあわせ，人足その他入用銀も村高割にしたけれども，水は上流でとってし

まって下流へは来ず，高にして 1万3000石あまりが毎年早損をおこしはじめたためで

ある。そこで水仕切を平等にしてもらいたいというのである。それにはまた水が豊富

でなければならず，古川筋へ水を多くおとすようにせざるを得なくなった。

すると今度は新大和川筋か水不足でこまりはじめたのである。正徳2年 （1712）新

川筋はその事についてうったえ出た。言い分は次のようである。

「古川筋の用水路へ剣先船通行を願い出たという事であるが，古JIIへ水をおとされて

は新JIBま毎年目損のため船もかよわず運送もとまってどうにもならなくなる。大？こい

新川ができても古川へとる水が多すぎるのを，更に多くとられ，用水路へ舟を通すよ

うになっては新川は砂含水までなくなるだろう。それでは新川筋の者の払った犠牲が

大きすぎる。

もともと新川筋は古来から狭山池を中心にして，そこかち流れ出ている西除JII，東

除川をはじめ，大乗川，あらい川，今川などの井路水をひき，また多くの溜池を持っ

て田のやしないにしていたのである。ところが新川ができたために溜池14ヵ所池床60

丁歩もつぶれてしまったが，それにかわる水は新JI／からうけていない。しかし古川は

50年来の念願を達した上に水も十分にとろうとしている。新川筋は団地にははなれ家

をこぼちその上溜池までつぶされ，大河をかかえながら水もない有様で，船の航行ら

わずか2～3年だけでとまった。迷惑この上もない。
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そこで古川筋は生駒山麓の谷々をせきとめて池をつくり，その水で回をうるおし，

大和川の水は新JI！の方へおとすようにしてもらえないものであろうか。大水の時だけ

川を水が流れるのでは何とも仕方がなく，そういう時は，古川筋のものが総出で堤を

まもり，古JfIへ水をおとさぬようにしているが，そんな事があって新川堤がきれたと

き迷惑するのは新川筋の者だけで、ある。

もし日常新Jllへ水をおとすなら舟もかよい，肥荷物も運ぶ事ができ運賃も安くなり，

大和河内の農民は大いに助かるであろう。とに角古・JfI筋の運送をとめてもらい，水を

新川におとしてほしい」

その申し出はまったくもっともな事であったが，幕府は全然乙れをとりあげなかっ

たばかりでなく，古川筋の申し分lこ耳をかたむけたのである。その方が安易だったか

らである。

こうした事をくりかえしている関に大きな問題が別におこって来た。それは堺の港

が砂でうずまりはじめた事である。それまで堺港は比較的水深もふかく大船をとどめ

るのに適しており，かつ沖には戎島という洲があって，これが風かげをなしていた。

冬になると船はそのかげで風波をさげる事ができた。海岸には納屋がならぴ，町家は

問屋が多く，大和盆地への物資の多くはここを経由していたのであるが，天正年間

(1573～1592）豊臣秀吉が大阪に城をきづいてから，多くの町人が大阪へ移され，昔日

のおもかげはなくなった。それでも元殺の頃 (1688～1704）にはまだ人口が7万あま

りもあって日本では江戸京都大阪につぐ大都会であった。それはまったく港のおかげ

であったのであるが，その港がみるみる砂で埋まりはじめたのであった。川村瑞軒は

この事を予見していた。ただ彼は大阪港が砂でうずまってしまうだろうと見ていた。

そうすると大阪は港としてほとんど価値がなくなる。そうした事から大和川付替には

反対したのである。

さてつけかえて，堺港が港としての生命をうしなう事になったのである。それは訴

えようのないこの町の悲劇であった。折角つくった新JfI用の鎚先船すらが，わずか数

年の使用を見たのみで役立たなくなった。戎島はいつの間にか陸続きになった。川口

付近には慈大な洲が発達して来fこ。そればかりではない。 JIIのなかったときは大阪と

の聞には幾筋もの道があって人の往来はきわめて自由であったが，川ができてからは

一本の橋で南北がつながれるにすぎなくなり，対岸へわたるためにはいちじるしい遠

廻りをしなければならなくなった。そういう事が堺の陸上交通上の価値をいちじるし

く低いものにしてしまった。

しかし，大和川付替の目的は単に洪水をふせぐだけの事ではとよかった。いくつかの

川の水がおらあってくる深野 ・新開両池の開拓が問題で、あった。幕府はすでに新JfI付

替以前iこ新田開発を請負う町人を募集していた。

だから新川付替工事が終るとほとんど同時に，宝永元年12月新開池については開発
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請負の入札を大阪代官所でおこなっている。 ζれを落札したのは河内中垣内村の長兵

衛と大阪京橋大和屋六兵衛の2人で，ともに鴻池家の出入であった。したがって鴻池

家の差し金によるものと見られる。翌年4月には代官万年長十郎の役宅で鴻池が名儀

ゆずりうけの手続をなし， 5月8日；こは地代金12,733両1歩2朱の耳をそろえて上納

し大縄反別221T4反5畝の開拓権を獲得し，関墾にかかるのである。そして5年8月

には開墾を一応完了し，反別121丁 1反6歩，石高870石余の検地をうけている。これ

はさらに享保4年（1719）再検をうけてあらたに836石3斗4升2合をうち出し，合計

1706石8斗8升，反別も158丁8反8畝になった。 これがいわゆる鴻池新田であるa

深野池の開墾は新聞池よりすこしおくれた。この池の開墾権は中甚兵衛が得fこ。そ

れは大和川付替の功によるものであった。甚兵衛は真宗信者で，東本願寺難波別院の

十二講仲間であったから，御堂の洞堂田として寄進したのである。ところがこれを開

墾するには特許料をおさめなければならない。面積325丁歩につき13,600荷の大金ば

寺としては支払う余力がなく，これを大小2511:区切って関室長希望者（こ与えて先納銀を

とり， 別院はさらにその金をまとめて幕府におさめた。ただし先納銀は右金額の四割

にあたり，のとり六割は本願寺が負担した。開墾者中のもっとも大口は河内，霊の75丁

歩で，他は3丁から30丁歩までの間だった。そのうち中甚兵衛の開墾引受面積は5丁

歩にすぎない。また開墾者24人のうち16人は他処者で，地元は8人で，いずれも 5丁

歩ずつの開墾をひきうけている。ところで開墾引受人は反別；c:応じて平等に先納銀を

おさめたのではない。金を出したのは町人で，これは銀方肝煎とよび，地元8人は野

方肝煎とよばれて直接関墾の世話をしたのである。その手数料の意味でそれぞれ5了

歩の引受地を割りあてられたものである。

こうして権利は複雑化するが，さらに本願寺が出した 13006両の六割のうち，幾分

かが平野屋から肩替りされていたために， f'i=徳の一吉n'lfま年々平野屋：こも渡される こと

になり，この関墾地の所有権は複雑をきわめる様相をおびて来た。其後享保7年（1722)

には深野新田の北半分が鴻池家lこ売られている。一方南半も平野屋が主権をにぎって

平野屋新田とよぶことになった。その後延享2年（1745）に大阪の助松屋忠兵衛：こう

られ，更に享保3年（1803）には天王寺霊le，文政7年 (1824）には高低畏左f;f,j了門の

手にわたって今日までつづくのである。

こうしたいきさつはともかくとしてここに深野，新開両j也の開墾によって546丁歩

の水田ができあがり，それは新川の床数となった 300丁歩をこえるものとして生産的

効果を大ならしめた。しかしながらそこには多くの浦題をはらんでいるのでゐる。新

川の床敷となって立退いた農民のほとんどは中小経註の農民で，一部）二小｛乍人を含ん

でいるにすぎななかった。いわゆる自給的な健全経営者が大半をしめていた。しかし

深野，鴻池新固における経営は大地主と小作人との関係になるのである。その初深野

新田の場合は24人の地主が居りその上lこ本願寺か総領権をもっていたが後には平野屋



88 水利科学第2巻第2号（1958)

がその総領権を持つというこ霊地主の形態をとる。そしてこれらの地主と小作人の簡

にははっきり一線がひかれる。中農層が没落して，地主と小作が発生して来るにも右

のようなケースが脊在しているのであって，単l乙搾取のみが階級を二つに引はなすの

ではなく，政治の力が大きくこれにあずかっていることをこの場合にはまざまざと見

せつけられるわけである。

つぎに，古川筋ふ流水の部分をのこしこ堤防その他が開墾せられる事になる。古

川は水害をふせぐために二重堤防になっているものが多ししたがって川の両側には

多くの空地があったが，水害のおそれがなくなると，堤防も空地も必要なくなり，新

聞池とおなじく，宝永元年lこ新田請負者をきめた。いまその新田名について見ると

( 1) 久宝寺川筋

新喜多新日大信寺新田菱屋西新田吉松新田金島新田三津村新田顕証寺

新田 安中新田天王寺屋新田二股新田市村新田

(2) 玉串川筋

柏原新田山本新国 王井新国

(3) 萎江川筋

菱屋東新田

(4) 橋根川筋

菱屋中新田

(5) 吉田川筋

川中新田

(6) 深野川筋

中村新田

(7) 東除川筋

川辺新田

(8) 西除川筋

富田上新田

( 9）堤 床

本庄新庄堤新田加納堤新田 長田堤新田

(10) 新大手口川土捨場

東瓜破新田

なと》〉ある。これらは土地のまとまったもので，小さい自力関墾は無数にあり，以上

の面積を合算すると 500丁歩をこえると見られるのである。

これらの川筋新田はほとんど砂地で，したがって水田になるところは大してひろく

はなかった。これを畑として使用するにも土がやせすぎていた。しかし井戸をほり，

金肥をほどこす事によってこの土地を有利に利用する事を考えた。そして換金作物と
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しての棉の栽培を感におこなうにいたるのである。

それまで棉：主主として平野郷を中心にして栽培されていた。そこは和泉から北lこの

びた洪積台地の東側にあって田と畑の割合が六対四ほどの土地で，平野の中としては

比較的畑の多いところであった。この畑のほとんどと水田の半分を利用して畑作をお

こなった。畑では棉の連作をおこない，水田では隔年作だったためでる。こうして元

旅のころ耕地面積357丁歩のうち， 224丁歩lこ棉がつくられていた。

ところが，平野郷の東北の笈江郡のとときは大和川両岸の空地開墾のため田畑の割

合がほぼひとしくなり，したがって畑の大半と水田の半分近くが棉にきりかえられた

から，棉i乍が七分方をしめるにいたった。ことに川ぞいの新田村は「皆；樹木棉作にて

御座侯Jと簡単に書いてすまされるありさまであった。大和川付替による一大変化で

あつに。

しかし水田の多くは低湿な一毛作田で，冬は十分作付のできるところがすくなかっ

たくせに， 夏：ま水不足で、例年皐損がつづ、いた。その上悪水ぬきの用水路が少なし、から，

雨がふると悪水がはけなかった。天明7年（1787）の若江郡下小坂村明細帳には「若

江郡27000石の地は下郷で上郷の悪水をひき，田畑の水下になり，回が水をたたえて落

ちかね，乙と：こ淀川筋が高水の節はその水が楠根川を逆流して来て，水損をおこす」

としるしている。

ところが濯絞用水路の方は三里上の築留からの一本で，日照の年はほとんど水がや

って来ない。そこで棉畑では井戸水lとたよらざるを得なくなり，いたるところに井戸

がほられてはね釣瓶の柱が林立しに。そして「朝は朝昼夜はまた夜昼，昼：立野端の水

を汲L"Jという民謡も生れたのである。

夕立の水すらおろそかにはしなかった。「大和川の儀は夏川！こなって渇水すると，金

剛山，葛城山，二上山あるいは大和路生駒 ・平群などに夕立雨空を見つけ次第，樋守か

ら通知がなくても築留へはせ集まり，川表を油断なくかせぎ，たとい半途まで行き届

きかねても，心掛さえすれば次第に水が下って来るであろう」と「組合村々定証文」

にはしるしている。

こうした有様であるから享保 （1716～1736）以後旧大和川の水運は夏期は完全にと

まってしまったのである。しかし九月になって田の水をおとし，川水がふえて来ると

川口の天満から鎚先船がのぼって来る。そして柏原で新大和JII fc出て，本流を大和河

内国境にある亀ノ瀬まで行く。そこには川中lこ大きい岩があり，急流をなしていて遡

行ができないから荷をおろし，大和側の魚築船というのに積みかえる。こうしてさら

に肥荷物は大和盆地の村々におくりとどけられたのであるが，この運航は旧暦二月末

までしかできなかった。 3月i乙入ると田へ水をひきはじめるからである。それでもそ

のわずかの期間に64,000駄の肥荷物を大和盆地へ送りこんでいた。それも天明（1781

～1789）ごろになると，川床が土砂でうずまり，船がしばしば洲にすわってしまうの



90 水利科学第2巻第2号（1958)

で， JI！へおりてジヨレンで砂をかきのけですすまねばならず，航行には従来の二倍の

日数を必要とするようになり，運賃値上問題から大和盆地の農民と叙先船仲間の問lこ

大きな訴訟問題がおこされている。

一つの付替があらたに1000丁歩をこえる新田をひらかしめ，また大和川口には寄洲

の発達によって加賀屋，山本，三宝などの大新田の出現を見るにいにり，それらが大

阪平野の産業構造をかえ生産をたかめた事実は否定し得ないのであるが，新回開墾を

主体として，真に農民の生活に対する配慮からの付替ではなかった事から以上のよう

な矛盾となゃみをかぎりなく農民に投げかける事になり，地主となった少数者をのぞ

いては，農民の多くは乙のなゃみを背負って親から子へと歩まねばならなくなったっ

そして生産はあがり国富は益しつつ，そこには貧しい農民が野にみつる結果になった。

この問題の解決はやっと大正時代に入ってまず小作争議の形でおこされて来るのであ

” ＇.；＞。
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